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3/9 
第９回 

岡崎NPOコラボひろば 
(愛称：おかぷら) 

「来年度のおかぷらを展望しよう」をテー
マに意見交換を行います。来年度、他団
体と語り合いたい、深めたい活動や紹介
したい団体の情報があれば、ぜひ持ち寄
ってください！ 

時 13:10～15:00 ￥ 無 料 

所 図書館交流プラザりぶら 302会議室 

申 

マッチング 

市民活動センター 

事前に市民活動センターにお申し込みください。 

83-9012 

3/21 
乙川リバーフロントフォーラム 

このまちの新しい暮らし方を実現する道し
るべとなる「公民連携まちづくり基本計画 
（QURUWA戦略）」を発表。公・民それぞ
れに求められる役割や、具体的なプロジェ
クトについて専門家を交えて討議します。 
 
パネリスト： 
清水義次、泉英明、西村浩、藤村龍至 

時 14:00～16:00（13:30開場） 

￥ 無 料 

所 図書館交流プラザ・りぶら  

定 100名（当日先着順） 

申 

まち育て推進チーム 

直接会場へお越しください。 

やはぎかん 33-3665 

3/4 
やはぎかん   
10周年春まつり 

同館で活動する市民活動団体や地域団
体が約40団体集まり、ステージ発表や体
験、展示等を行います。 

時 14:00～16:00 

￥ 無 料（一部有料） 

所 やはぎかん全館 

申 直接やはぎかんへお越しください。 

よりなん 59-3600 

3/4 
まち育てスクール 

「岡崎学区の歴史めぐり」   

三河一向一揆の拠点となった勝鬘寺をは
じめ、日本の自動車製造の先駆者、橋本
増治朗の生家や県の史跡に指定されてい
る「太夫塚古墳」など、岡崎駅西側の歴史
スポットを巡ります。 

時 9:00～12:30 

￥ 無 料 

所 集合：岡崎学区市民ホーム 正面玄関 
     (針崎町字フロ1番地2) 

定 15名（先着順） 

申 定員に達した為、募集は締切となりました。 

なごみん 66-8251 

4/15 
なごみん 
フェスタ2018 

個人、市民・地域団体の交流をはかる、

毎年恒例のなごみんフェスタ。日頃、さま

ざまな分野で活動をしている団体のステ

ージ発表や作品展示、体験コーナーの

ほか、手づくり雑貨や食品などの販売を

行います。 
時 9:30～15:00 ￥ 無 料(一部有料)  

所 なごみん 全館 

申 直接なごみんへお越しください。 

開催時間      参加対象 

開催場所     参加方法 

参加費      持ち物 

定員(選定方法)     該当テーマ 
 

時 

持 

所 

￥ 

定

対 

申 

マッチング 

景 観 

「動き出す、Quruwa」 

会議室301、302 

マッチング 

3/3 アウトドアリビングな風景をつくろう！＃06 

「みんなで楽しもう、絵本！」 

マッチング   景 観 

普段あまり使われていない公共空間を活用する

きっかけ作りを目的として、りぶら北側の芝生の

広がる気持ちのよい屋外空間で、「おはなしの森

(ボランティアグループ)」が絵本の読み聞かせを

行います。 

 時 13:30～15:00（読み聞かせは13:30～14:00） 

￥ 無 料 所 りぶら北側芝生広場 

申 直接会場へお越しください。 

※雨天の場合は、子ども図書室のおはなしの 
部屋に会場が変更になります。 

マッチング 91 
２０１８年３月 

特集 
岡崎百景×岡さんぽ連携企画
始動！ 

 「岡さんぽ」をご存知ですか？ 

 2016年からスタートしたまち歩きプログラムで、主に春と秋、

選りすぐられた約20のまち歩きが実施されます。自然を満喫

できる山歩き、奥深い歴史に触れる史跡巡りなど、いずれも

その道に詳しい案内人がガイドを務め、見どころを解説してく

れます。 

 一方、「岡崎百景」は、岡崎市制100周年を迎えた昨年度、

市民有志（百景推薦人）より募り、市民投票を経て選定され

たものですが（本誌85号、87号参照）、このたび「岡さんぽ

2018春版」のコースとして岡崎百景を巡るプログラムを２つ加

えていただけることになりました。 

 ツアーコースを設定するにあたり、推薦人の皆さんから企画

案を募り、その中から歩きやすさ、集積度、距離などを考慮し

2つのコースに絞り、実際に推薦人、岡崎市まちづくりデザイン

課の方々と歩いて、グループワークで吟味しました。どんな

コースになったのか、中面でご紹介します。 

明治から残る煉瓦造りのトンネルとJRの列車越しに見る南公園の観覧車（百景南部ツアーの道中にて） 



●「岡崎百景」を活用しよう！ 

特集 

 「岡崎百景」の一つ一つの景観には、推薦人の皆さんの想いが

込められています。以前より推薦人の皆さんから、岡崎百景を活

用して、普段なかなか気づかない「あたりまえ」の風景の中に潜む

人々の営みや愛着を共有したり、喚起したりしていきたいという声

が寄せられていました。その具体的な手段の１つとして、推薦人

自ら案内人となって、岡崎百景を紹介するツアーの実施が挙げ

られていたのですが、今回、商工会議所、NPO法人21世紀を創

る会・みかわさんのご協力により、晴れて実現に至りました。 

※岡崎百景の情報は岡崎市HPにて >>> 〇 岡崎百景 で検索 

●「お試しツアー」の実施 

 ツアーコースは、事前に推薦人から提案されたものから、南公園を起点に土呂

八幡宮、上地八幡宮など6つの岡崎百景を巡るコースと、岡崎百景が集積する

中心市街地の北部を巡るコースを選定、アレンジして、該当する推薦人の方々に

現地のガイドをお願いして、「お試しツアー」を実施しました。 

 ガイド担当の方々は、自発的に自慢の景観を紹介する資料を準備いただいた

り、周辺の見どころを案内いただいたり。初めてとは思えない手際の良さとチーム

ワークを発揮されていました。ツアー後、2つのコースをブラッシュアップするグ

ループワークを経て、堂々2つの岡さんぽコース（下記）が完成しました。 

 今回は2コースのみですが、今後新たなコースも増やしていきたいと考えていま

すので、乞うご期待！ 

ボックス 

百景推薦人と行く！ 
「岡さんぽ×岡崎百景ツアー」ができるまで 

▲表紙の煉瓦のトンネルは地元では「マルガタ」 
  と呼ばれる（岡崎まちものがたり「岡崎学区」 
  P4参照） 

4/6金 
“岡崎百景推薦人”と行く！ 
D51と桜が彩る､岡崎南部の歴史散歩 5/12土 

“岡崎百景推薦人”と行く！ 
知られざる岡崎「10/100景」ツアー 

▲百景にまつわる逸話からこの地域の歴史まで話が弾みます 

岡崎は驚きと発見の玉手箱「岡さんぽ」 
［主 催］岡崎商工会議所、NPO法人21世紀を創る会・みかわ 
［問合せ］0564-53-6190（岡崎商工会議所｜月曜日～金曜日 9:00-17:00） 
［申 込］http://www.okazakicci.or.jp/okazanpo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

［集合場所］りぶら西口玄関前 ［集合時間］8:50  

［料金］500円 ［最少催行人数］6名 

 中心市街地に集積する岡崎百景のうち10景が味わえる欲

張りコース。この日は二七市や岡崎三大祭の一つ「能見神

明宮大祭」の前日祭山車揃えも見られます。 

［コース］りぶら～シビコ～康生交差点～二七市～籠田公園

～甲山～六供配水塔～茶臼山へ続く道～松應寺～神明

宮大祭山車揃～あまざけ屋（12時頃解散） ※幼児不可 

［集合場所］南公園交通広場入口前 ［集合時間］8:50 
［料金］500円+150円（おやつ代） ［最少催行人数］6名 

 間近で見るD51はすごい迫力！地元の人しかわからない

ような道を通って桜が美しい歴史の名所などを巡ります。 

［コース］南公園SL D51～南公園の観覧車～土呂八幡宮

～土呂本町通り（蓮如まつりについての説明）～土呂陣屋の

松～本宗寺～花街の跡～上地八幡宮～らんパーク～南公

園（12時頃解散） ※幼児不可 

１月～２月のりた 
 (一部12月開催事業あり) 

マッチング 第７回 

岡崎まち育てフェスタ 

東部の“いいとこ” 
行っとこ！展   

むらさきかん情報誌で取り上

げた記事を中心に、岡崎東部

地域の魅力ある史跡や活動

を紹介展示。東部でやってみ

たいこと、出かけてみたいとこ

ろに投票してもらうなど、来館 

まちづくりに興味の

ある個人、市民活

動団体、企業が一

堂に会する年１回

のイベント。毎年約

30の各種団体が参

加し相互に交流、

つながりを得る場と 

して人気を博してきました。今年は、「交流」に加えて「学び」の企画

を実施し、総勢１２７名が参加。学びの企画では、(株)都市研究所ス

ペーシア取締役計画室長の浅野健氏を講師にお招きし、「誰もが住

みやすいまちづくり」をテーマに基調講演を行ったほか、市内で活動

している団体によるパネルディスカッションを実施。全国の先進事例

を岡崎ではどのように取り入れると良いか、参加者にも考えてもらう

機会となりました。交流の企画では、さまざまなジャンルの団体が対

話をする「テーブルトーク」を実施。「バリアフリーにおける問題点」や

「障がい者からみたバリアフリー」など見逃しがちなことに気づく良い

機会となりました。 

マッチング 
3周年ゆきフェスタ 

開館3周年を記念としたイベントを開催。公益活動をしている団体・

個人の成果発表の場として、歌やマジックなどのパフォーマンス、作

品展示、手づくり雑貨、食品などの販売を行いました。イベントを通

じて、より悠紀の里に親しみを持ってもらう機会となりました。 

1/28 市民活動支援チーム 
なごみん防災講座 

地域の防災力の向上を目的とし

た 講 座 を 開 催。講 話 に 加 え、

HUG(避難所運営ゲーム)を実施

し、いざという時にどのような問題

が起こりうるかイメージをしながら、

防災の知識を学びました。 

なごみん 1/20 

むらさきかん 2/1～2/18 

市民活動センター 2/8 

マッチング 
第8回 

岡崎NPOコラボひろば 
(愛称：おかぷら) 

岡崎市役所地域福祉課の職員を特別ゲストとしてお招きし、聞いた

ことはあるけれど活動の実態があまり知られていない地域福祉の重

要な担い手「民生委員」について学び、意見交換をしました。 

悠紀の里 2/25 

防 災 

景 観 

  防 災 

地域の防災意識の啓発と自助

力の向上を目的に、関連する

市民団体（※計5団体）と協働

して講座を開催。午前の部で

は、東日本大震災の被害や災

害時の矢作地域の弱点を学ぶ

やはぎかん 1/20 やはぎかん防災講座 

講演のほか、ペットボトルランタンなどの防災グッズづくり体験や災

害トイレなどの展示見学、湯せん調理による非常食の試食を行い

ました。 

午後の部では宮城県で被災し

たイラストレーター・防災士の

アベナオミさんによる講演を開

催。「防 災 は 想 像 力」と い う

キーワードを軸に、家族構成

や嗜好にあわせて常備食や日

用品を買い足す（ローリングス

トック）の考え方などを自宅避難の経験を踏まえ、母親（女性）目

線でイラストなどを交えながら分かりやすく紹介していただきました。

午前・午後の部ともに100名近い来場があり、小さなお子様連れの

ご家族の姿も多くありました。「避難所頼みではなく、自宅が避難所

になるような対策を進めようと思います」「家族で防災について考え

るきっかけになった」などの参加者の声も聞かれ、手応えを感じら

れる企画となりました。 

※協力団体：［午前の部］三河やろまい耐震化倶楽部（小山氏）、

災害ボランティア・おかざき、矢作東学区婦人自主防災クラブ 

［午後の部］守ろう子どもと赤ちゃん、まざりんプランツ（小松氏） 

まち育て推進チーム 12/23 
  景 観 

公共空間活用 
「アウトドアリビング 
 な風景をつくろう」 

公共空間を活用するきっかけ作

りを目的としたイベントの第2回

目を開催。参加者それぞれが

近隣商店で昼食を購入し、集

まって一緒に食べることで、まちに新たな風景を作り出しました。

（会場：シビコ西広場前） 

まち育てスクール 

岩津発展の足跡をたどる
～船着き場があった時代～ 

岩津の由来となった船着場(
津)があったとされる天神橋付

近をはじめ、若一神社、円福

寺などの歴史ある神社仏閣を

参加者とともにたどりました。 

なごみん 1/27 
景 観 

者とともに東部の“いいとこ”を探りました。  


